東部
店舗名

郵便番号

店舗住所

店舗電話番号

ジャンル

Art Place SUNABA Coffee

680-0017

鳥取市尚徳町101-5

0857-50-1500

喫茶・カフェ、食堂

BAR ROUTE53

680-0846

鳥取市扇町139

0857-51-1366

その他

バー

アメリカンな雰囲気なBARです

Bar Style

680-0833

鳥取市末広温泉町206ギャザビル2F

0857-23-8008

その他

バー

静かにゆっくり飲むことができるBarです。

BAR なか川

680-0832

鳥取市弥生町311パークビル2F

0857-50-0260

その他

バー

スポーツバーにもなる日本酒・梅酒バー

Bio Café cokage

680-0945

鳥取市湖山町南3-236-1

0857-77-4023

喫茶・カフェ

隠れ家的なカフェです。おまちしています。

BIRD-STAY HOTEL

680-0834

鳥取市永楽温泉町556

0857-26-3311

宿泊施設

源泉かけ流し天然温泉、鳥取温泉へようこそ！

BOWL TABLE

680-0822

鳥取市今町2丁目151鳥取大丸5F

0857-25-2386

喫茶・カフェ,丼もの

創作ボウル（丼）とクリームソーダが人気!

Cafe Amelie

680-0831

鳥取市栄町203

0857-30-4091

パスタ・イタリアン,喫茶・カフェ,スイーツ

cafe SOURCE

680-0832

鳥取市弥生町227グレースビル2F

0857-21-3457

喫茶・カフェ

Café 木の香り

680-0831

鳥取市栄町659

0857-29-0035

カレー

café-nee

680-0821

鳥取市瓦町409ふれあい横丁2号室

0857-27-4690

喫茶・カフェ

かき氷とランチがおすすめです★

CHINESE 天香

680-0913

鳥取市安長112-3

0857-38-8870

中華料理

テイクアウトもしてます！

Concierge居酒屋MORI

680-0833

鳥取市末広温泉町356 グレースビル山白川2F

0857-29-5511

居酒屋,パスタ・イタリアン,スイーツ,テイクアウト

KAEN

680-0822

鳥取市今町2丁目151鳥取大丸5F

0857-25-2385

その他

KITCHENいただき

689-0501

鳥取市青谷町青谷4027-1

0857-85-0204

食堂

あそんで食べて弥生のさとを満喫❗️

mash CAFÉ

680-0941

鳥取市湖山町北2-460-1ホワイトハイツ103

0857-51-0085

喫茶・カフェ

地産地消で身体の事を考えた創作料理を提供しています。

medel coffee

680-0911

鳥取市千代水2-77 2F

0857-51-1018

喫茶・カフェ

新たなコーヒーの世界へようこそ。

MIRAI restaurant&cafe

680-0833

鳥取市末広温泉町163 MKビル2F・3F

0857-68-1013

喫茶・カフェ

シェフ自慢のとろけるオムライスが魅力

moco lifestyle store

680-0911

鳥取市千代水2-111

0857-30-7313

喫茶・カフェ,スイーツ

Modern Bar MORIZO

680-0833

鳥取市末広温泉町317 上山テナント2F

0857-29-5554

その他

Pizzeria LEONE

680-0833

鳥取市末広温泉町159-7 パステルIビル

0857-36-3654

イタリアン

Pizzeria Sanare

680-0864

鳥取市吉成３丁目１２－３

0857-29-9191

その他

ピザ

薪窯焼きのピザが食べられるお店

Rest Bar 蝶ageha

680-0832

鳥取市末広温泉町308 2F

0857-54-1733

その他

バー

プロジェクションマッピングバーです。

Riku One Café

689-0354

鳥取市気高町睦逢730

090-8875-4515

喫茶・カフェ,スイーツ,カレー,テイクアウト

Rocoto

680-0833

鳥取市末広温泉町268ヘアーサロントットリビル2F

SUNABA KITCHEN

680-0834

鳥取市永楽温泉171鳥取銀行９階

0857-23-4649

喫茶・カフェ、食堂

おいしいランチでお待ちしています

Sunny side barサニバル

680-0832

鳥取市弥生町302-2ギャザビル2 101号室

090-7138-3863

パスタ・イタリアン

ボードゲーム・ダーツも楽しめる遊べるイタリアン

THE BEEHIVE

680-0834

鳥取市永楽温泉町556

0857-26-3311

宿泊施設

居心地のよい最新鋭のカプセルホテル

TREES COFFE COMPANY 布勢運動公園店

680-0944

鳥取市布勢146-1

0857-30-6995

喫茶・カフェ,スイーツ

ランチやドリンク、スイーツも充実のカフェ

TREES COFFE COMPANY マミー店

680-0912

鳥取市商栄町203-6ハートランドマミー内

0857-32-8200

喫茶・カフェ

焼き立ての美味しいパンご用意してます！

URUWASHI JAPANESETEA

680-0701

八頭郡若桜町若桜379

070-2361-0369

喫茶・カフェ

赤から鳥取湖山店

680-0941

鳥取市湖山町北3丁目201-1

0857-30-0770

焼肉,その他

昭べえ

680-0832

鳥取市弥生町305リビオ1F

0857-36-0610

居酒屋

アジアンキッチンとりどり

680-0036

鳥取市川端2丁目119

080-3387-4443

その他

あまから亭

680-0931

鳥取市岩吉125-1

0857-30-0067

食堂

食べやすい食堂、早く食べれる

いか太郎

680-0908

鳥取市賀露町西３丁目27-1

0857-31-4649

食堂、和食、丼もの

安くて新鮮な日本海の味覚を堪能して下さい！

居酒屋 田田

680-0831

鳥取市栄町510

0857-27-2074

居酒屋

旬の食材を活かした料理が自慢です！

居酒屋 美海

680-0832

鳥取市弥生町388

0857-24-4188

居酒屋

旬の食材でおもてなし 通のみぞ知る穴場

居酒屋焼肉MORI鳥取大学前駅店

680-0941

鳥取市湖山町北2丁目148

0857-32-5339

居酒屋,焼肉

ゆったり個室で焼肉と創作料理が楽しめます

市場料理

680-0908

鳥取市賀露町西3丁目27-1

0857-32-0811

和食,丼もの

ウェーブ

689-0222

鳥取市気高町日光991

0857-82-3322

食堂,喫茶・カフェ

うどん家＆真菜板

689-1402

八頭郡智頭町智頭1642-37

0858-71-0906

居酒屋,うどん,食堂

エアーズロック風紋

680-1202

鳥取市河原町布袋57-1

0858-85-5529

テイクアウト,その他

宴処

680-0833

鳥取市末広温泉町751番地

0857-50-0403

居酒屋

賀露幸

だんだん

その他

その他の場合

お店からの一言
料理に定評あり。2,000円の要予約ランチ受付中！

イタリアン・フレンチの創作料理と手作りスイーツのカフェ＆レストランで
す。
おかげさまで20周年を迎えました。
オリジナルブレンドのスパイスと厳選された野菜がこだわり。笑顔と元気で
頑張っております。

お酒×美味しい料理。おしゃれな創作居酒屋
ピザ、薪火料理

独創的なピザと薪火料理に舌鼓！

ゆったりとした空間で是非、お食事やデザートをお楽しみ下さい。
バー

豊富なお酒とフレッシュカクテルが人気です
石窯で焼く本格ナポリピッツァをどうぞ！！

わんちゃんと一緒に楽しい時間を!!
BAR

アナログレコードの聴けるBARです!

店主がセレクトした良質な日本茶を愉しめる
鍋

旨辛お鍋、焼肉、どちらも楽しめるお店です。
地元の食材味わっていただけるよう新鮮な魚、野菜を毎日仕入れに賀露、網
代に買いだしにいっております。

エスニック料理

パスポートの要らないアジア旅行へ!!

かろいち内にある海鮮料理店です。店内には船をリメイクした座敷席がござ
います。
お待ちしております。
御食事と料理に合うこだわりの地酒
ステーキ・海鮮

鉄板ならではのステーキのおいしさをどうぞ

大榎庵

別館

680-0908

鳥取市賀露町西3丁目77

0857-32-6030

和食,丼もの,カレー

かろいち前にある、名物「ピンク華麗（カレー）」が体験できるお店です。

680-0864

鳥取市吉成779-1

0857-53-0567

中華料理

毎週水曜日は餃子の日！！

お好み焼 翁

680-0831

鳥取市栄町707

0857-21-2288

お好み焼き

おさかなダイニングぎんりん亭

689-0206

鳥取市白兎613

0857-59-1223

食堂、和食

道の駅二階…日本海を一望できるレストラン

お食事処さくら

680-0055

鳥取市戎町471 鳥取シティホテル別館2F

0857-27-6300

和食

落ち着いた空間でくつろぎのひとときを・・・

おでん酒場あかり

680-0832

鳥取市弥生町268

090-8793-8878

おばあちゃんち雄太郎邸

680-0526

八頭郡八頭町日下部750

080-5904-3488

宿泊施設

ちょっとハイカラなおばあちゃんち

お蕎麦処

680-0834

鳥取市永楽温泉町376

0857-29-1277

そば

鳥取日南町産の手打ち蕎麦です。

680-0843

鳥取市南吉方 3丁目189－3

0857-29-1018

お好み焼き

お食事処 かに大陸

680-0908

鳥取市賀露町西3-13-7

0857-32-2525

和食,食堂,丼もの,テイクアウト

鳥取名産の岩かき、白いかがお薦めです

貝殻節の里

689-0332

鳥取市気高町勝見696-1

0857-82-0531

宿泊施設

貸切風呂・大浴場・地物食材でおもてなし

海鮮祭ホーエンヤ わったいな店

680-0908

鳥取市賀露町西3-323わったいな内

0857-50-1775

丼もの

食べてみんさい!!鳥取どんぶり

門脇茶屋

680-0003

鳥取市覚寺619の1

0857-24-6630

和食

カナイチヤ

680-0832

鳥取市弥生町318いながきビル1F

0857-29-1082

その他

680-0831

鳥取市栄町754

0857-30-6321

喫茶・カフェ

カフェアカツキ

680-0841

鳥取市吉方温泉1丁目662-2

090-7548-2477

喫茶・カフェ,テイクアウト

カフェクゥール

680-0903

鳥取市南隈708番地

0857-30-1090

テイクアウト

カフェデルマー

689-0535

鳥取市青谷町井手271-1

0857-85-1102

喫茶・カフェ,スイーツ,カレー,テイクアウト,宿泊施設

５月からの新メニュー、青谷上寺朗カレー

カフェ夢愛荘

680-0941

鳥取市湖山町北4丁目234番地

0857-28-0740

喫茶・カフェ

レトロな雰囲気の中で味わう森のコーヒー

かぶら亭

680-0833

鳥取市末広温泉町655-2

0857-29-8668

和食

カレーハウス COCO壱番屋 鳥取宮長店

680-0872

鳥取市宮長16-1

0857-38-4848

カレー

カレーうどんおすすめです

カレーハウスCoCo壱番屋鳥取湖山店

680-0942

鳥取市湖山町東5-205

0857-32-2304

カレー

サラダのセットなど種類が増えました！！

川のhotori用瀬

689-1201

鳥取市用瀬町用瀬405-3

0858-87-3390

喫茶・カフェ

古民家カフェで優雅な一時を。

韓国焼肉トントン

680-0831

鳥取市栄町312

0857-30-6829

焼肉

鳥取産豚肉を韓国スタイルでお楽しみ下さい

喫茶 １er ぷるみえ

680-0833

鳥取市末広温泉町111

090-7367-9959

喫茶・カフェ

美味しいオムライスどうでしょう

キッチンカフェ いくうかん

680-0851

鳥取市大杙 203－1

0857-29-0029

食堂,喫茶・カフェ,テイクアウト

キッチンカフェＥＮ

680-0861

鳥取市新105

0857-21-1112

喫茶・カフェ,テイクアウト

キャロル

680-0832

鳥取市弥生町341アークビル2階

0857-29-9477

その他

九州魂 鳥取弥生町店

680-0832

鳥取市弥生町107-2ユキビル1 1F

0857-20-5500

居酒屋

美味しい！九州料理沢山用意してます。

くいもの屋わん鳥取駅前店

680-0831

鳥取市栄町701太平ビル東館2F

0857-36-9889

居酒屋

個室居酒屋です。是非ご利用ください！

ぐらっちぇ本店

680-0833

鳥取市末広温泉町271-4

0857-29-5300

居酒屋

地元料理を多数ご用意しております。

軽食喫茶樫

680-1211

鳥取市河原町山手47-1

0858-85-2953

喫茶・カフェ

ソース焼きそば（卵入り）が人気です。

コーヒー＆カレー五島

689-0501

鳥取市青谷町青谷4298-1

0857-85-0908

カレー

国民宿舎 三紫苑

689-0425

鳥取市鹿野町今市972番地1

0857-84-2211

和食,その他

ご馳走空間 若林

680-0908

鳥取市賀露町西3-27-1かろいち内

0857-32-2101

和食,丼もの

旬の丼を市場の雰囲気と共に味わって下さい

ごっつおらーめん イオン鳥取店

680-0847

鳥取市天神町1（イオン鳥取店1Fフードコート内）

0857-21-4252

ラーメン

ご当地グルメの牛骨ラーメンを提供してます

ごっつおらーめん鳥取店

680-0833

鳥取市末広温泉町159-4

0857-35-0977

ラーメン

コトコトキッチン

680-0041

鳥取市掛出町20-3

0857-50-0385

その他

ことぶき

680-0844

鳥取市興南町46

0857-22-8388

和食

静かな雰囲気で食事をしていただけます。

ごはんとおやつのお店 Medetasi

680-0411

八頭郡八頭町船岡殿916

0858-72-3367

食堂

手づくりの器と料理でおもてなし

ごはん屋

680-0864

鳥取市吉成772-44

090-8201-9422

食堂

豚ステーキやチキン南蛮がオススメの定食屋

紺のれん鳥取湖山店

680-0941

鳥取市湖山町北3-103

0857-31-0246

ラーメン

ねぎ豚らーめん旨し！！

ご亭めし

689-1227

鳥取市用瀬町安蔵１０２６－１

0858-87-3502

食堂,テイクアウト

お弁当のご予約もお待ちしております！

砂丘会館

689-0105

鳥取市福部町湯山2164

0857-22-6835

砂丘センター 見晴らしの丘

689-0105

鳥取市福部町湯山2083

0857-22-2111

食堂,喫茶・カフェ

砂丘海鮮丼と牛骨チャンポンが人気です！

砂丘の家

689-0105

鳥取市福部町湯山2164-804

0857-20-4772

喫茶・カフェ

砂丘の隠れ家で、ゆっくりランチをどうぞ♪

680-0833

鳥取市末広温泉町361

0857-51-1666

居酒屋

コロナウイルス対策は万全にしています。

大阪王将

鳥取吉成店

田久

お好み焼きハウス

カフェ

ウエストワン・1

旅風庵

ド

グレコ

ココデエエガ

レイガーデンカフェ

酒処 わさび

たこ焼、お好み焼、やきそばなら当店へ!!お電話でのご予約で待たずにお渡
しできます。

おでんと雑炊をぜひお食べください

和食,ラーメン,うどん,そば,食堂,喫茶・カフェ,丼もの,
スイーツ

静かな佇まいの中で山菜料理をお召し上り下さい。
スポーツバー

樽詰ドラフトギネス鳥取県内唯一の取扱い店

弁当、ビュッフェ

食事はビュッフェ形式。日替弁当しています。

朝8時~17時まで営業。水曜定休。
スナック

お待ちしております

40年間青谷町で愛されているカレーが人気のお店
旅館

温泉ワーケーションもお楽しみ下さい。

ご当地グルメの牛骨ラーメンを提供してます
洋食

スタッフ一同、お待ちしております。

鳥取砂丘に一番近い店舗です

札幌亭

680-0833

鳥取市末広温泉町320

0857-26-3910

中華料理,ラーメン

さとに千両

末広店

680-0935

鳥取市里仁312-1

0857-50-1161

和食

鹿野そば道場

689-0405

鳥取市鹿野町鹿野2448-9

0857-84-3888

そば

鹿野町特産のそばを是非ご賞味下さい。

鹿野そば処

689-0425

鳥取市鹿野町今市434-1

0857-84-3456

そば

鹿野町産100％の打ち立て新鮮な十割そばです。

周月鳥取賀露店

680-0908

鳥取市賀露町西1丁目1675-7

0857-77-4906

ラーメン

お店で作る自家製麺でご堪能ください

周月鳥取八頭店

680-0427

八頭郡八頭町奥谷139-2-2

0858-71-0756

ラーメン

もちもち自家製面をお楽しみ下さい！

旬魚 たつみ鳥取店

680-0832

鳥取市弥生町347

0857-50-1133

居酒屋

新鮮な地の魚料理をお楽しみ下さい！

旬彩 柊

680-0832

鳥取市弥生町338それいゆビル1階

0857-26-1205

和食

季節の食材を使って料理を提供しています。

食遊処 一慶

680-0833

鳥取市末広温泉町758

0857-20-2041

和食

旬の魚貝類と名物が中心の料理でおもてなし

スーパー居酒屋鳥取だいぜん

680-0831

鳥取市栄町715

0857-27-6574

居酒屋

駅から徒歩1分！早い！安い!旨い!

すしの家 海月

680-0941

鳥取市湖山町北2-129コスモス21C号

0857-30-5937

居酒屋,和食

すたみな太郎

680-0903

鳥取市南隈433

0857-28-4129

焼肉

スナックColor

鳥取店

680-0832

鳥取市弥生町276－3池原ビル2F

0857-24-0690

その他

すなばかに牧場

689-0206

鳥取市白兎693-55

0857-30-4646

食堂、和食

日本海の旬な食材 夏輝 をご堪能下さい！

すなばダイニング

689-1111

鳥取市若葉台北１丁目１番１号

0857-52-2022

喫茶・カフェ、食堂

リーズナブルなランチでお待ちしています

すなばテラス

680-0908

鳥取市賀露町西３丁目27-1

0857-31-4650

喫茶・カフェ

鳥取の思い出の一つにすなば珈琲を！

すなば珈琲ホープスター店

680-0834

鳥取市永楽温泉町556

0857-20-0390

食堂、喫茶・カフェ

朝はモーニング、昼はケーキと美味しい珈琲をどうぞ

すなば珈琲河原店

680-1213

鳥取市河原町高福837

0858-85-5110

喫茶・カフェ、食堂、和食、丼もの

鳥取の海の幸とすなば珈琲でお待ちしています！

すなば珈琲鳥取駅前店

680-0831

鳥取市栄町７０６番地

0857-27-4649

喫茶・カフェ

すなば珈琲初号店。直火サイフォンは当店だけ。

すなば珈琲鳥取砂丘コナン空港店

680-0947

鳥取市湖山町西４丁目110-5

0857-28-4649

喫茶・カフェ

滑走路を眺めながらすなば珈琲でお食事しませんか

すなば珈琲鳥取市役所店

680-0823

鳥取市幸町71 鳥取市役所２F

0857-23-4649

喫茶・カフェ、食堂

美味しい珈琲とランチでお待ちしています

すなば珈琲白兎店

689-0206

鳥取市白兎613

0857-59-6700

喫茶・カフェ

日本海を眺めながら鳥取のコーヒーで一息♪

炭火焼肉 あがりつき

680-0871

鳥取市吉成南町2丁目1番地9

0857-51-0129

焼肉

鳥取和牛を本格炭火焼きで！

炭火焼肉

680-0861

鳥取市新字上沢107番地2

0857-25-6315

焼肉

オーダーバイキング形式の本格焼肉店！

炭火焼肉屋さかい鳥取岩吉店

680-0931

鳥取市岩吉156

0857-39-9400

焼肉

うまいやすい楽しい！！

セルフうどんまる

680-0921

鳥取市古海514-1

0857-50-0160

うどん

お待ちしています！！

創作居酒屋 耀

680-0833

鳥取市末広温泉町753川戸ビル1F

0857-20-0056

居酒屋

創作鉄板焼 風紋

680-0832

鳥取市弥生町338それいゆビル2F

0857-24-4339

その他

創作料理 優喜

680-0941

鳥取市湖山町北2丁目116-4

0857-28-2111

居酒屋

美味しいお酒とお料理をくつろぎ空間で。

大吉 鳥取駅前店

680-0834

鳥取市永楽温泉町369

0857-21-2355

焼鳥

新鮮素材を店主自ら毎日仕込んでいます。

ダイニングスペースりゅうほう

680-0845

鳥取市富安一丁目148番地

0857-29-0088

中華料理,ラーメン,食堂,テイクアウト

台湾水餃子

680-0831

鳥取市栄町755Nextビル1F

0857-50-0272

中華料理

台湾料理 四季の味

680-0844

鳥取市興南町39-3

0857-51-0268

中華料理

たこ風船

680-0904

晩稲348番地イオンモール鳥取北店2階フードコート

0857-38-3866

その他

対翠閣

680-0845

鳥取市富安1丁目84番地

0857-24-8471

和食

手羽先むらまさ

680-0832

鳥取市弥生町238

居酒屋

本格名古屋風手羽先と茶碗蒸しを御賞味あれ

とある田園亭

680-1202

鳥取市河原町布袋1042

0858-85-1880

パスタ・イタリアン

ピザとパスタの店です

道とん堀

680-0912

鳥取市商栄町202-2

0857-30-5050

お好み焼き

お好み焼き！焼きそば！もんじゃ！焼肉も！

鳥取久兵衛

680-0833

鳥取市末広温泉町111

0857-22-3787

和食

しゃぶしゃぶ、すきやき、季節の料理

鳥取グルメステーション

680-0821

鳥取市瓦町507石破ビル1F

0857-24-1107

テイクアウト

鳥取市内の有名店の味が勢揃い!

とっとり砂丘売店

689-0105

鳥取市福部町湯山2164-657

0857-77-4046

喫茶・カフェ

砂丘まで徒歩1分。看板犬「ジョン」がお待ちしてます。

鳥取ファーマーズガーデン

680-0864

鳥取市吉成731-1

0857-53-1800

焼肉

県産牛や希少な赤牛をお手頃価格でぜひ！

鳥取ぽかぽか温泉 食酒処なんなり。

680-0921

鳥取市古海570

0857-39-1126

食堂

ご家族でも安心してご利用頂けます。

鳥取ワシントンホテルプラザ

チャイナテーブル

680-0835

鳥取市東品治町102102番地鳥取ワシントンホテルプラザ1階 0857-21-2587

中華料理

豊富な本格中華料理をお気軽に。

鳥取ワシントンホテルプラザ

銀座

680-0835

鳥取市東品治町102番地鳥取ワシントンホテルプラザ2階

0857-21-2585

和食

旬のお料理としゃぶしゃぶをお楽しみ下さい

とっとり駅前酒場

680-0831

鳥取市栄町714

0857-27-6574

居酒屋

気軽にちょっと一杯！気さくな女将がお相手

鳥さく イオンモール鳥取北店

680-0904

鳥取市晩稲348イオンモール鳥取北1F

0857-31-0029

食堂

ボリューム満点の唐揚 ぜひ食べに来て下さい

中清飲食店

680-0701

八頭郡若桜町若桜809

0858-82-0166

和食

当店のご利用お待ちしております。

なごみ亭

680-0942

鳥取市湖山町東4-116

0857-31-4166

居酒屋

新鮮

大平門

雲山店

鳥取店

サンコスモス

やっぱり肉が好き！お肉足りてますか？
スナック

ご来店お待ちしております。
ステーキ・海鮮料理

旨いステーキ、海鮮といえば風紋!!

モチモチ手包台湾水餃子ぜひお楽しみ下さい

たこ焼き

鮮魚と自家農園

無農薬有機栽培

南海飯店 鳥取店

680-0853

鳥取市桜谷247

0857-23-4953

中華料理

平日限定セットメニューがおすすめです

呑み食い処

680-0833

鳥取市末広温泉町256-1

0857-24-7510

居酒屋

カレーうどんがおすすめです

白兎会館

680-0833

鳥取市末広温泉町556番地

0857-23-1021

和食

ランチ・各種ご宴会・ご宿泊承ります。

はしもと

689-0536

鳥取市青谷町長和瀬60-12

0857-82-0204

宿泊施設

遊んで泊まって弥生の里を満喫

680-0832

鳥取市弥生町132

050-5480-5045

喫茶・カフェ

宇宙一おいしいです！

花のれん本店

680-0821

鳥取市瓦町526

0857-23-0494

和食

浜市

680-0831

鳥取市栄町760

0857-26-6568

食堂

689-0332

鳥取市気高町勝見682-65

0857-82-2400

その他

旅館

水産会社直営の源泉かけ流し温泉旅館

浜焼きバーベキュー 仁乃介

680-0906

鳥取市港町3-1

0857-32-8089

その他

バーベキュー場

手ぶらでできるバーベキュー場

林新館

689-1402

八頭郡智頭町智頭1802-1

0858-75-0122

和食,その他

旅館

全室庭の見える個室です

パラキート

680-0846

鳥取市扇町134

0857-20-0323

カレー

ばりうまラーメン 杉崎店

689-1101

鳥取市杉崎476-1

0857-54-1848

ラーメン

ばり嗎らーめん

笑輪屋

バナナジュース専門店

浜村温泉

るぱん

魚と屋

鳥取トリニティモール店

定食・丼物・めん類ありの一般食堂です。

オリジナルスパイスカレーのお店です。

680-0903

鳥取市南隈173-1 Bゾーン1F

0857-30-1123

ラーメン

パン工房 アイ

689-1426

八頭郡智頭町西谷614-2

0858-71-0011

喫茶・カフェ,その他

東家

680-0471

八頭郡八頭町船岡214-1

0858-72-0013

和食

ビストロ・フライパン

680-0831

鳥取市栄町204-12

0857-29-1324

その他

フレンチ

ビッグボーイ

680-0913

鳥取市安長字河原412番

0857-25-5307

その他

ハンバーグ・ステーキ

ヒュッテ 白樺

680-0728

八頭郡若桜町つく米631-29

0858-82-0955

その他

宿

フェリース紅茶日記・チャオジェラート

680-0914

鳥取市南安長一丁目1番29号

0857-50-1946

喫茶・カフェ

こだわりのイタリアンジェラートをぜひ！

プチレストラン

680-0037

鳥取市元町102

0857-27-6722

パスタ・イタリアン

創業30年地産地消の洋風創作料理店です

ふらんべ

680-0833

鳥取市末広温泉町752山元ビル2F

0857-21-6522

居酒屋

リーズナブルな鉄板焼屋です。

フルーツショップ フェリース

680-0914

鳥取市南安長一丁目1番29号

0857-50-1958

喫茶・カフェ

旬のフルーツを使ったスイーツが自慢です！

ベーカリー＆カフェ

680-0822

鳥取市今町2丁目151 鳥取大丸地下1階

0857-25-2188

喫茶・カフェ

ショッピングの休憩にぜひお立ち寄り下さい

680-0874

鳥取市叶304

0857-30-3810

喫茶・カフェ

焼きたてパンが充実！お待ちしております。

ペペネーロ イタリア館

680-0832

鳥取市弥生町308-2

0857-27-4736

イタリアン

鳥取のおいしいジビエをぜひお召し上がりください

ほたる

680-0803

鳥取市田園町4丁目105

0857-26-5589

居酒屋

家庭料理のお店です。

北海道居酒屋 北の大地

680-0834

鳥取市永楽温泉町374

0857-21-3055

居酒屋

移転して1周年。ジンギスカンと焼鳥の店

ホットエアー

689-0331

鳥取市気高町浜村6-1

0857-82-6181

ラーメン

地元食材を中心に使用したラーメンです。

ホテルニューオータニ鳥取 山茶花

680-0822

鳥取市今町2丁目153番地

0857-23-1111

和食

旬の食材を大切におもてなしの会席料理です

ホテルニューオータニ鳥取 大観苑

680-0822

鳥取市今町2丁目153番地

0857-23-1111

中華料理

ホテルニューオータニ鳥取 パリエール

680-0822

鳥取市今町2丁目153番地

0857-23-1111

その他

ビアホール

食べ放題、飲み放題のバイキングレストランです

ホテルニューオータニ鳥取 ベルビュー

680-0822

鳥取市今町2丁目153番地

0857-23-1111

その他

西洋料理/鉄板焼きステーキ

軽食からスイーツ、フレンチ、鉄板焼きまでお愉しみいただけます

ホテルニューオータニ鳥取

680-0822

鳥取市今町2-153

0857-23-1111

その他

宿泊施設

観光・ビジネスでの御宿泊に最適です。

ボナペティ

680-0002

鳥取市浜坂東1丁目5-1

0857-50-0424

その他

フレンチ

フレンチをリーズナブルに食べられるお店

ますこ食堂

689-1102

鳥取市津ノ井276-3

0857-53-3038

食堂,テイクアウト,宿泊施設

まつむら旅館

680-0907

鳥取市賀露町北3-27-28

0857-28-0714

和食,宿泊施設

まねき叶店

680-0874

鳥取市叶字四反田96

0857-53-5115

和食,丼もの

まねき湖山店

680-0911

鳥取市千代水4丁目11-1

0857-38-3456

和食,うどん,丼もの

味覚のお宿 山田屋

680-0907

鳥取市賀露町北1-5-36

0857-28-1004

和食,その他

旅館

当館で「鳥取のおいしい」をお愉しみ下さい

ミスター・バーク鳥取安長店

680-0913

鳥取市安長258-1

0857-29-8919

その他

ステーキ・ハンバーグ

皆様のご来店お待ちしております

武蔵屋食堂

680-0056

鳥取市職人町15

0857-22-3397

食堂

モスバーガー 鳥取安長店

680-0913

鳥取市安長394

0857-29-6511

テイクアウト,その他

ハンバーガー

ドリンクだけでもお気軽にきなんせぇ♡

モスバーガー 鳥取吉成店

680-0874

鳥取市叶304

0857-53-6811

テイクアウト,その他

ハンバーガー

便利に買えるモスのネット注文おすすめです

もつ宗

680-0846

鳥取市扇町139

0857-50-0335

居酒屋

もつ鍋・野菜巻串チーズタッカルビが自慢

元氣亭

680-0912

鳥取市商栄町202番地2

0857-30-4224

食堂

元気になる地元鳥取料理です！

元町倶楽部

680-0037

鳥取市元町124番地1F

0857-30-5240

パスタ・イタリアン

ふわとろ卵にデミのオムライスがおすすめ！

ももちゃんラーメン

680-0832

鳥取市弥生町351

0857-26-6522

ラーメン

是非当店のラーメンを食べに来て下さい。

モルト・ボーノチャオ丸山店

680-0801

鳥取市松並町2丁目135

0857-36-6000

パスタ・イタリアン

やきとりのこころ屋

680-0832

鳥取市弥生町263-3-1

0857-21-8255

居酒屋,和食,焼肉,テイクアウト

絶品串焼きと豊富なお酒が楽しめます

焼肉奇門 鳥取駅前店

680-0831

鳥取市栄町626番地

0857-21-2944

焼肉

肉の旨味が自慢です。

鳥取安長店

カプリス

Bon*bon

ベーカリーマーケット

吉成店

お待ちしています！！
パン

大自然にポツンとたたずむ山奥のパン屋です。
若桜鉄道船岡駅前、魚料理がメインです。
地元食材を使った鳥取のフレンチ！

氷ノ山の宿。ピザやBBQが人気です！

上海料理をメイン本格中華をお届けいたします

賀露港水揚げ活魚蟹料理専門旅館です

夜21:00まで営業（日曜日・月曜日は除く）

焼肉の店 嗜幸園 鳥取大学前店

680-0941

鳥取市湖山町北1丁目415-2

0857-28-4095

焼肉

焼肉屋

680-0931

鳥取市岩吉195-6

0857-32-1313

焼肉

しまむら

680-0834

鳥取市永楽温泉町157番

0857-51-1798

居酒屋

横浜家系ラーメン吉岡家 鳥取店

680-0911

鳥取市千代水1丁目154

0857-54-1141

ラーメン

中太麺に絡むクセになる家系まろ濃ラーメン

よしたけようこそ亭

689-0334

鳥取市気高町北浜1丁目85-1

0857-82-4649

居酒屋,和食,うどん,そば,食堂,丼もの

海鮮と天ぷらがうまいお店です。

ラーメン・つけ麺 笑福

680-0913

鳥取市安長278

0857-50-0529

ラーメン

無料の野菜増し、お楽しみください！

ラーメンあお屋

680-0913

鳥取市安長215-1

0857-22-6652

ラーメン

定休日：月曜日

らーめん因幡

680-0832

鳥取市弥生町232

090-8062-5791

ラーメン

感染防止対策を徹底してお待ちしております

らーめん五歩

680-0861

鳥取市新105

0857-30-3566

ラーメン

定休日：木曜日

料理 若林

680-0907

鳥取市賀露町北1-7-26

0857-31-1178

和食

レーク大樹

680-1439

鳥取市金沢6

0857-57-0301

その他

れすとはうすロマン

681-0003

岩美郡岩美町浦富1035れすとはうすロマン

0857-72-2992

喫茶・カフェ,テイクアウト

レストラン アルマーレ

681-0011

岩美郡岩美町陸上34番地

0857-73-5055

パスタ・イタリアン

レストラン 仏区里屋

680-0941

鳥取市湖山町北四丁目237-1

0857-28-1593

その他

レストランパトリエ（ホテルモナーク鳥取内）

680-0834

鳥取市永楽温泉町403 ホテルモナーク鳥取内

0857-20-0161

和食

レストランヒッポッポ

689-0216

鳥取市気高町宝木265-2

0857-82-0732

その他

炉端かば鳥取湖山店

680-0942

鳥取市湖山町東２丁目160-2

0857-50-1535

居酒屋

新鮮な海鮮料理を楽しめる居酒屋です

和食あさがお

680-0845

鳥取市富安2丁目93-1

0857-23-2105

居酒屋,和食

地産地消でバランスのいい家庭の味をどうぞ

越中八尾村上ノ文衛門

680-0908

鳥取市賀露町西３丁目27-1

0857-31-4649

喫茶・カフェ

かろいちで買い物ついでにすなば珈琲を！

沖縄すたいるちゅらちゅら

680-0833

鳥取市末広温泉町756

0857-21-1118

居酒屋

17時より営業開始。月曜定休。

海鮮問屋村上水産鮮魚部

680-0834

鳥取市永楽温泉町378

0857-22-1000

食堂、和食、居酒屋

安くて新鮮な海の幸を鳥取の地酒と共に召し上がれ

割烹・海席

680-0906

鳥取市港町3番地

0857-32-3939

和食

海の幸ご用意してお待ちしております

割烹スナック菊水

689-0332

鳥取市気高町勝見695-21

0857-82-0002

和食

昼はランチ、夜は居酒屋の営業形態です！

喫茶ベニ屋

680-0833

鳥取市末広温泉町129

0857-22-2874

カレー

おいしいカレーとかき氷をどうぞ

牛骨ラーメンたかうな気高店

689-0357

鳥取市気高町八束水2706-147気高町遊漁センター

0857-82-0733

ラーメン

琴浦の牛骨ラーメン名店「たかうな」

漁師レストラン村上商店

680-0911

鳥取市千代水3-31-2

0857-50-1019

食堂

漁師レストランでメニュー多彩。料金は昼夜同じ。

御食事処

蔵

689-1201

鳥取市用瀬町用瀬479-15

0858-87-3322

和食

土蔵造りの古民家で心よりお待ちしています

御食事処

梓

680-0007

鳥取市湯所町2丁目501

0857-24-3124

和食,丼もの,テイクアウト

ボリューム満点の丼もの、お弁当も人気です

更科

680-0941

鳥取市湖山町北５丁目245番地2

0857-28-1708

和食,うどん,そば,丼もの

汐見亭

680-0907

鳥取市賀露町北3-27-18

0857-28-0714

和食,宿泊施設

手仕事料理とお酒 真ごころ家

680-0845

鳥取市富安2-69

0857-50-1872

居酒屋

寿司-旅館 常天

680-0831

鳥取市栄町２３０

0857-22-8038

宿泊施設,その他

旬海料理ぎんりん

680-0833

鳥取市末広温泉町365グレイスビル１階

0857-21-4649

和食

おもてなしの心をこめた四季折々の美味をお届けします

焼き肉まさしげ湖山店

680-0942

鳥取市湖山町東5丁目209

0857-30-6629

焼肉

オレイン55が食べられます、ぜひどうぞ！

焼鳥ぜん

680-0833

鳥取市末広温泉町301-2

0857-29-5229

居酒屋,焼鳥,丼もの

焼鳥+肉味噌=♥️

焼肉の店嗜幸園湖山駅前店

680-0942

鳥取市湖山町東5丁目504-10

0857-28-3896

焼肉

皆様のご来店お待ちしております！

焼肉牛王

680-0022

鳥取市今町1-180

0857-32-8885

焼肉

鳥取和牛で至極のひとときを・・・

焼肉大将軍

680-0845

鳥取市富安2-144

0857-21-0788

焼肉

鳥取和牛と本格韓国料理が自慢のお店です！

焼肉大番

680-0822

鳥取市今町1-167

0857-26-0600

焼肉

上海茶楼

680-0942

鳥取市湖山町東4-32

0857-32-1177

中華料理,テイクアウト

美味しい中華を是非お楽しみください^ ^

星来庵

680-0833

鳥取市末広温泉町705

0857-30-5625

居酒屋

地頭鶏が堪能出来るお店です。

村上水産鳥取大砂丘砂の美術館バス停前店

689-0105

鳥取市福部町湯山2083-16

0857-30-7000

丼もの

海鮮丼専門店。日本海の幸をお楽しみあれ。

村上水産直営海陽亭道の駅きなんせ岩美店

681-0065

岩美郡岩美町新井337-4

0857-73-1115

食堂、和食、丼もの

道の駅で気軽にいけす料理が食べれます！

大王

680-0006

鳥取市丸山町304-1

0857-23-7767

ラーメン

大阪屋

680-0824

鳥取市行徳 1-103トスク本店フードコート内

0857-50-0861

食堂

ご来店お待ちしております

炭火焼肉 炭蔵 古海店

680-0921

鳥取市古海618-1

0857-30-7029

焼肉

おいしい炭蔵の焼肉食べて応募しよう！！

炭火焼肉どらごん

680-0902

鳥取市秋里1336

0857-24-9120

焼肉

689-0101

鳥取市福部町岩戸276

050-5492-4173

喫茶・カフェ,その他

680-0908

鳥取市賀露町西３丁目27-1

0857-31-4649

食堂、和食

大平門

ゆめ酒場

湖山店

伊くま

鳥取本店

地元産天然お魚とアジアごはん
天然海水いけす海陽亭

アイワナドゥ岩戸

鳥取和牛を食べるなら大平門へ！

新鮮な鳥取の旬の魚をご賞味下さい
宿泊施設

マルワ渡辺水産直営の宿
一日中モーニング☆カラフルクリームソーダ
海を眺めながら本格イタリアンを楽しめます。

洋食

ランチ￥1000から提供しています
個室を完備！お祝いや記念日に最適です。

洋食

ご来店お待ちしております。

賀露港水揚げの活魚使用料理旅館です

寿司屋

寿司飯は昔ながらの竈で炊いてます。

鳥取和牛と仙台牛の艶サシを味わってくださ
アジアごはん

初めての方もお気軽にどうぞ！
新鮮な白いか、夏輝など日本海の味覚を満喫して下さい！

味処すづ満

680-0941

鳥取市湖山町北3-107

0857-28-3422

和食

鯨料理や、鯖の棒寿司がおすすめです。

味道園

680-0832

鳥取市弥生町179

0857-22-7667

焼肉

焼肉・各種料理など。どうぞご来店下さい

麺場

田所商店

鳥取湖山店

680-0942

鳥取市湖山町東5-206-1

0857-32-5020

ラーメン

定休日：なし

麺場

田所商店

鳥取店

680-0861

鳥取市新108-16

0857-51-1890

ラーメン

定休日：なし

洋食ビアホールノマド

680-0832

鳥取市弥生町302-1石田ビル

0857-22-5115

居酒屋

地元素材にこだわったビアホールです

洋風食堂コージーズキッチン

680-1202

鳥取市河原町布袋582-3

0858-85-3050

パスタ・イタリアン,食堂

料理や

680-0033

鳥取市二階町3-212

0857-24-5677

和食

餃子の王将 バイパス宮長店

さか田

680-0873

鳥取市的場４丁目５４－１

0857-50-1588

中華料理

美味しい餃子を是非当店で！

餃子の王将 鳥取安長店

680-0913

鳥取市安長393

0857-29-6533

中華料理

皆様のご来店を心よりお待ちしております

鮨小雅

680-0803

鳥取市田園町4丁目121番地

0857-29-0412

和食

創業５１年！

寿司以外にも割烹料理も充実

中部
店舗名

郵便番号

店舗住所

店舗電話番号

ALOHA CAFE

682-0701

東伯郡湯梨浜町宇野2343道の駅はわい

0858-35-3999

Barcos Coffee

682-0002

倉吉市中江48-1

0858-27-1365

喫茶・カフェ,テイクアウト

CHITOSE

682-0022

倉吉市上井町2丁目4-6ホテルアーク21 1F

0858-26-8608

和食

Dining

682-0022

倉吉市上井町2丁目2-6 2階

0858-27-1136

居酒屋,パスタ・イタリアン,丼もの,スイーツ

FOOD＆COCKTAIL STANDARD

682-0022

倉吉市上井町1丁目10-18

0858-26-4341

居酒屋

美味しい食べ物とお酒がお待ちしてます。

日本料理 飛鳥

682-0821

倉吉市魚町2538

0858-24-5575

和食

古民家を改装した空間で日本料理をご賞味下さい

Le Ciel deux

682-0887

倉吉市明治町1035-1

0858-33-5516

喫茶・カフェ

ハーブティーとお花のスイーツのカフェ

SEVENDAYS CAFE

682-0024

倉吉市伊木214-3ジャストオフィスビル1F

0858-24-6877

喫茶・カフェ

日替わりワンプレートランチがおすすめ！

蒼居

682-0022

倉吉市上井町1丁目12-23

0858-26-6559

居酒屋

682-0721

東伯郡湯梨浜町田後1455-1

0858-35-2941

焼肉

682-0022

倉吉市上井町2-7-1

0858-26-9366

和食

689-2303

東伯郡琴浦町徳万437-10

0858-53-2234

パスタ・イタリアン,その他

一蔵

682-0023

倉吉市山根539-1スポーツプラザ一蔵

0858-26-1110

ラーメン

ラーメン醤油一本でやっております。

いち源

689-2301

東伯郡琴浦町八橋392-1

0858-52-3933

ラーメン

あつあつのラーメンをご賞味ください。

うどんと甘味処「亀の尾」

682-0885

倉吉市堺町3丁目100

0858-23-5161

うどん,喫茶・カフェ

お魚キッチンさんでり（さんすい支店）

682-0123

東伯郡三朝町三朝970-5

0858-43-0353

テイクアウト

魚の種類が選べる「やき魚弁当」「フライ弁当」

風の街

689-2304

東伯郡琴浦町逢束122

0858-52-1033

お好み焼き

昭和35年創業の老舖お好み焼専門店です。

活魚ふじ

689-2501

東伯郡琴浦町赤崎1149-2

0858-55-2056

食堂

日本海を食べに来てごしなれ

株式会社石谷精華堂 茶房 花

682-0807

倉吉市幸町459の1

0858-23-0141

喫茶・カフェ

歌舞点心

682-0022

倉吉市上井町2-1-1

0858-26-4434

お好み焼き

キャベツどっさりの広島焼です。

682-0018

倉吉市福庭町2-63-1

0858-27-5010

カレー

ここのカレーは、もっと自由だ！！

キッチン＆カフェ プランタン

689-2301

東伯郡琴浦町八橋203の1

0858-53-2585

パスタ・イタリアン

喜八楽八 倉吉店

682-0925

倉吉市秋喜338-3

0858-28-1955

居酒屋

牛骨ラーメン たかうな

689-2316

東伯郡琴浦町下伊勢527-6

0858-53-2550

ラーメン

鳥取県のご当地グルメの代表「牛骨ラーメン」！

京都らーめん

689-2223

東伯郡北栄町大谷2112

0858-37-6300

ラーメン

当店の超おすすめ！熱々牛すじラーメン！

串かつ よいしょっ

682-0022

倉吉市上井町2丁目8-11あげい会館1F

0858-26-4144

居酒屋

くつろぎ亭ひこべえ

689-2301

東伯郡琴浦町八橋171-8

0858-52-1028

居酒屋

倉吉シティホテル

Café Dining CRES MERY

682-0023

倉吉市山根543-7

0858-26-6111

喫茶・カフェ

倉吉シティホテル

日本料理

オシドリ

あかまる牛肉店

ハワイ店

味処 進
イタリアンバール

アイル

カレーハウスCoCo壱番屋

倉吉福庭店

その他の場合

和食,パスタ・イタリアン,ラーメン,うどん,食堂,喫茶・

お店からの一言
季節の移ろいの贅沢なジェラートを。

カフェ,丼もの,スイーツ,カレー,テイクアウト

サンドイッチとアップルパイが人気！

和・洋ともに召し上がっていただけるお店なので、ぜひご来店お待ちしてま
す。

鳥取和牛が食べられるお店です。
食べて！泊まって！とっとり満腹！
バー

料理とお酒をゆっくり楽しめます。

昼は食事が出来て夜は居酒屋で新鮮な魚など家族でもOK。牛骨ラーメン、
海鮮丼など豊富なメニューでおもてなし。

682-0023

倉吉市山根543-7

0858-26-6111

和食

倉吉バイキングレストラン LOOSE

682-0816

倉吉市駄経寺町198-2倉吉パークスクエア食彩館

0858-23-0234

その他

グリルダイバーnut710

682-0816

倉吉市駄経寺町198-2

050-6866-0895

テイクアウト

美しい炭火焼きをテイクアウトでどうぞ!!

けずりひ たいら少納言.Ｇ

682-0862

倉吉市西町2715

0858-22-2391

スイーツ

ふわふわのかき氷 9月30日まで営業です

ケバブカフェ

682-0861

倉吉市新町1丁目2421-13

0858-24-5200

喫茶・カフェ

コーヒーハウス葡瑠満

682-0723

東伯郡湯梨浜町久留17-3

0858-35-3968

喫茶・カフェ,カレー

自家焙煎コーヒーと手作りハンバーグが人気

国民宿舎

689-0713

東伯郡湯梨浜町旭132番地

0858-32-0411

宿泊施設

東郷池が一望できる源泉かけ流しの温泉宿

ごっつおらーめん 倉吉本店

682-0022

倉吉市上井町1丁目370

0858-26-3813

ラーメン

ご当地グルメの牛骨ラーメンを提供してます

魚料理

689-2502

東伯郡琴浦町別所267-1

0858-55-0889

食堂

日本海を食べに来てごしなれ

桜花火

689-2303

東伯郡琴浦町徳万443-1

0858-52-2121

居酒屋

豊富な魚や肉料理を取り揃えております。

酒房

682-0022

倉吉市上井町2丁目13-1

0858-26-1959

居酒屋

特になし

食事の関所 扇雀食堂

682-0886

倉吉市大正町1079-8

0858-22-2747

食堂

白壁倶楽部

682-0821

倉吉市魚町2540

0858-24-5753

その他

682-0017

倉吉市清谷町2丁目40

0858-26-4468

ラーメン

せきがね 湯命館内 白金食堂

682-0411

倉吉市関金町関金宿1139

0858-45-2000

大山の滝

689-2301

東伯郡琴浦町八橋217-1

0858-53-2778

居酒屋

気軽に飲める居酒屋

中華料理 味園

689-2302

東伯郡琴浦町丸尾109-1

0858-52-2585

中華料理

米子で20年、琴浦で30年になりました。

炭焼

ZUCCA

水明荘

海

りょう平

ちゃあしゅう

大香房

ふじ蔵

ジャンル

ラーメン,うどん,そば,食堂,丼もの,カレー,テイクアウ
ト

和食・洋食・バイキングレストラン

常時30品目以上のお料理が70分たべ放題 ※週末は60分

ご家族でどうぞご来店下さい。
ビストロ

明治時代築の元銀行を利用したレストラン
牛骨らーめん・倉吉みそらーめんがオススメ
お食事だけでも大歓迎！

中華料理 金龍

689-2301

東伯郡琴浦町八橋371

0858-27-1399

中華料理

餃子と若鶏の唐揚げがおいしい！

中華料理 金龍

682-0855

倉吉市生田485番地

0858-29-5151

中華料理

餃子と若鶏の唐揚げがおいしい！

中華料理 盛龍

689-2101

東伯郡北栄町江北759-2

0858-36-6499

中華料理

中華料理「北京」

682-0881

倉吉市宮川町177-32

0858-23-0620

中華料理

ティーラウンジ ダイアナ

682-0814

倉吉市米田町801

0858-22-1234

喫茶・カフェ

ティーラウンジ マドンナ

682-0021

倉吉市上井358-5

0858-26-5555

パスタ・イタリアン,喫茶・カフェ,スイーツ,カレー

創業47年、倉吉と共に歩んでまいりました

てっぱん りょう

689-2501

東伯郡琴浦町赤碕1850-4

0858-24-6029

お好み焼き

広島風お好み焼はボリュームあってお腹一杯になります。

天ぷら海鮮くら福

682-0017

倉吉市清谷町2丁目38

0858-27-0383

和食

米油100％使用のサクサク天ぷら！

とり甚

倉吉店

682-0021

倉吉市上井320-43

0858-26-2390

焼鳥

とり甚

東伯店

本格的な中華料理をお手軽価格で提供しています。コスパ最強中華ぜひ食べ
に来てください。

689-2301

東伯郡琴浦町八橋371

0858-52-3050

焼鳥

のの楽

682-0022

倉吉市上井町2丁目6-6

0858-26-2528

居酒屋

予約のみの店ですので、ぜひご予約を！！

呑み処 Ajito

689-2303

東伯郡琴浦町徳万135番地1

0858-53-1609

居酒屋,テイクアウト

小宴会・テイクアウト共 要御予約です。

はなの舞 倉吉駅前店

682-0022

倉吉市上井町2-1-2

0858-26-7621

居酒屋

ひょうたん

682-0123

東伯郡三朝町三朝972-11

0858-43-0602

居酒屋

北条オートキャンプ場

689-2103

東伯郡北栄町田井488-1

0858-36-4568

その他

ホルモンちづや

682-0022

倉吉市上井町2丁目4-14 アゲインビル1F

0858-24-6629

焼肉

682-0025

倉吉市八屋226-6

0858-26-3369

焼肉

松風荘旅館

682-0863

倉吉市瀬崎町2751-1

0858-22-6363

和食,テイクアウト,その他

三朝ロイヤルホテル

682-0121

東伯郡三朝町大瀬1210

0858-43-1231

宿泊施設

温泉とビュッフェが自慢のホテルです。

光本商店

689-2501

東伯郡琴浦町赤崎1158

0858-55-0711

居酒屋

ご予約お待ちしております！！

みなとガーデン

689-2503

東伯郡琴浦町松谷5-1

0858-55-1172

和食

地元食材たくさん

美好焼肉店

689-2303

東伯郡琴浦町徳万56-8

0858-53-1129

焼肉,食堂,テイクアウト

モスバーガー 倉吉バイパス店

682-0021

倉吉市上井359-1

0858-26-6023

テイクアウト,その他

ハンバーガー

ご来店お待ちしております(^^)

モスバーガー 東伯アプト店

689-2301

東伯郡琴浦町大字八橋369

0858-49-0201

テイクアウト,その他

ハンバーガー

お客様のご来店を心よりお待ちしております

やきとり大吉東伯店

689-2301

東伯郡琴浦町八橋215-1

0858-53-1278

居酒屋,焼鳥,テイクアウト

地元食材で新鮮、安全、安心です

焼肉 安陵

689-2301

東伯郡琴浦町八橋1370-14

0858-52-2629

焼肉,ラーメン

電話予約で皆様にワンドリンクサービス有り

682-0022

倉吉市上井町1丁目10-15

0858-26-4082

焼肉

鳥取和牛を食べるなら大平門へ！

焼肉 華

682-0017

倉吉市清谷町1丁目141

0858-26-2051

焼肉

焼肉専門 牛尾園

682-0018

倉吉市福庭町1丁目376

0858-26-7888

焼肉

焼肉ちづや

682-0017

倉吉市清谷町1丁目82

0858-26-4334

焼肉

黒毛和牛一頭買い！上質新鮮なお肉をどうぞ

焼肉ミッキー

682-0925

倉吉市秋喜302-3

0858-28-1003

焼肉

焼肉もランチもラーメンも人気です。ぜひお待ちしてます。

薬膳食堂犬挟

682-0412

倉吉市関金町山口2030-46

0858-45-1314

食堂

地元の旬な食材をバランス良く食べましょう。

夢倉

682-0821

倉吉市魚町2529

0858-47-1077

和食

ゆるりん食堂

689-0712

東伯郡湯梨浜町中興寺400-3

0858-38-9033

その他

横浜家系ラーメン吉岡家 倉吉駅前店

682-0023

倉吉市山根618-3

0858-27-1822

ラーメン

中太麺に絡むクセになる家系まろ濃ラーメン

ら～めん 樹

682-0023

倉吉市山根603-1つつじ屋第2ビル

080-9823-6746

ラーメン

関東の豚骨醤油です。是非、食べてみて下さい

ラーメン 幸雅

682-0023

倉吉市山根583-2

0858-26-7288

ラーメン

よろしくお願いします

倉吉駅前店

本格炭火焼肉

焼肉

大平門

幸楽

倉吉本店

倉吉市山根557-1ショッピングセンターパープルタウン新あ

一人でも楽しんで飲食できます
キャンプ場・バーベキュー
お肉もお酒も韓国料理も手軽に楽しめます！
とっとり満喫プレゼント当たるといいね！
仕出し

旬の食材を使ったお料理をお楽しみください。

鳥取、東伯和牛をリーズナブルな価格で！

店舗で調理した豆腐をお召し上りください。
バイキング

ラーメン大八

682-0023

0858-26-1758

ラーメン

「素朴で飾らない味」です。

らーめん豚龍

682-0022

倉吉市上井町2丁目1-7らーめん豚龍

090-9166-5027

ラーメン

焦がしにんにく香る豚と鷄のWスープ

漁師料理 さと

682-0024

倉吉市伊木410-2

0858-26-2382

居酒屋,和食,テイクアウト

店舗営業は2日前完全予約制

689-2215

東伯郡北栄町西高尾1677

0858-57-2225

焼肉,食堂

レストラン グレイン

689-2301

東伯郡琴浦町八橋392-2

0858-52-1211

パスタ,カレー,テイクアウト,その他

レストラン三日月

682-0861

倉吉市新町3丁目2334

0858-22-3586

レストラン味喜

682-0925

倉吉市秋喜28

0858-28-0530

炉端かば倉吉店

682-0022

倉吉市上井町2-10-7

0858-27-0100

笑酒 繁じょう

682-0715

東伯郡湯梨浜町はわい温泉5-4

0858-35-5164

居酒屋

元気な大将が、笑顔でお待ちしています！

河本魚店

689-0713

東伯郡湯梨浜町旭102

0858-32-0236

和食,テイクアウト

完全予約制となります。電話で相談下さい。

海晴館

689-0602

東伯郡湯梨浜町石脇９７０－２

0858-34-2632

和食,スイーツ,テイクアウト,宿泊施設

ご予約お待ちしています。

レークサイド大栄

やすらぎの家

じそうゾーン

和食,中華料理,ラーメン,うどん,食堂,喫茶・カフェ,丼
もの,スイーツ,カレー,テイクアウト,その他
食堂,テイクアウト

自然の中にある県産食材を使ったお店です。
洋食

明るくゆったりとした店内でおいしい洋食

洋食

1番人気の手ごねハンバーグがオススメです
テイクアウト，仕出し弁当も．
山陰を味わいに来て下さい！

居酒屋

たいへい

682-0887

倉吉市明治町1017-39

0858-22-7626

居酒屋

居酒屋

一心

682-0411

倉吉市関金町関金宿1305-1

0858-45-3353

居酒屋

居酒屋だるま食堂

682-0022

倉吉市上井町2丁目3-2グランシャリオ1階

0858-24-5253

居酒屋

鳥取の食材を使った大衆居酒屋です

蕎麦酒房 つなぎや

682-0021

倉吉市上井262-7上井田中ビル1階

0858-24-5114

居酒屋,そば

食べて飲んで蕎麦で〆る。本格そば居酒屋。

君想うツバメの暮らし

682-0022

倉吉市上井町2-5-2

0858-26-2234

湖泉閣

居酒屋,中華料理,パスタ・イタリアン,スイーツ,テイク

和洋中様々な料理と豊富なドリンクメニュー

アウト

689-0715

東伯郡湯梨浜町引地144

0858-32-0111

宿泊施設

本来の自分に還れる大人のリトリート

咲倉

682-0022

倉吉市上井町2-4-6

0858-26-8579

居酒屋

山陰の夏の味覚岩牡蠣をぜひご賞味ください

雑貨笛

682-0021

倉吉市上井331-1

070-5420-4512

喫茶・カフェ

ランチにモーニングセットをどうぞ。

三福

682-0883

倉吉市荒神町363

0858-22-4895

和食

これから暑くなってきます。鰻でスタミナを

689-2303

東伯郡琴浦町徳万694-10

0858-53-0618

居酒屋

新鮮な魚介類を提供してます

682-0022

倉吉市上井町2-4-4

0858-26-3525

中華料理,テイクアウト

酒房

養生館

和気藹々

銀

勝隆店
焼肉ハウス

エリカ

682-0723

東伯郡湯梨浜町久留7-1

0858-35-3002

焼肉

創業53年です。ご来店お待ちしております

焼肉まさしげ倉吉店

682-0023

倉吉市山根589-2

0858-26-2919

焼肉

最上級の鳥取和牛オレイン55をどうぞ！

焼肉牛王

682-0021

倉吉市上井195-10

0858-24-6667

焼肉

赤いカラス

682-0022

倉吉市上井町2丁目8-4

0858-26-3345

その他

打吹庵

682-0824

倉吉市仲ノ町812ー1赤瓦八号館２階

0858-23-7070

そば

手打ち蕎麦です

689-2301

東伯郡琴浦町八橋387-1リバティビル1F

0858-53-6004

居酒屋

季節の料理を楽しめるお店です！

茶田屋

682-0123

東伯郡三朝町三朝903-1

0858-43-0734

居酒屋

町屋

清水庵

682-0885

倉吉市堺町1丁目876

0858-22-4759

和食

お餅のしゃぶしゃぶの元祖[餅しゃぶ]屋

鳥取

鶏・とんこつラーメンつばさ

682-0023

倉吉市山根539-14 1階

0858-26-5277

ラーメン

今日も元気だ！ラーメンがうまい！

682-0022

倉吉市上井町2-8-9ジュネシオン１階

0858-24-6355

居酒屋,お好み焼き

鳥取和牛サーロインステーキがおすすめ

粉もんや楽園

682-0822

倉吉市葵町729-1

0858-24-6368

お好み焼き

楽園のお好みはスーパーバランス栄養食

蓬莱軒

682-0024

倉吉市伊木345-2

0858-26-1449

中華料理

各種宴会、テークアウト承ります。

餃子の王将 倉吉パープルタウン店

682-0023

倉吉市山根字早見田546-3

0858-27-5101

中華料理

大人から子どもまで大人気の餃子はいかが？

炭焼屋

倉吉店

KUZAN

鉄板居酒屋

ころころ

鳥取和牛で至極のひとときを・・・
スナック

西部
店舗名

郵便番号

店舗住所

店舗電話番号

ジャンル

その他の場合

（有）石松寿司

684-0063

境港市誠道町54番地

0859-45-4040

和食,その他

寿司店

Caf'e on the table

683-0812

米子市角盤町1-30GBG1階

0859-30-4751

喫茶・カフェ

とってもオシャレナカフェです。ぜひ一度ご来店下さい！！

Cafe 茶茶

689-3211

西伯郡大山町御来屋233-8

0859-48-4181

喫茶・カフェ

大山の地下水で淹れたコーヒーです。

Cafe*Rest*Bar ドドド

683-0061

米子市四日市町80

0859-34-3557

喫茶・カフェ

趣ある銀行をリノベーションしたカフェ。

Cafe’ノア

683-0853

米子市両三柳2788-11

0859-21-7075

喫茶・カフェ

レンジ、添加物無しの身体に優しいものを

Casual Dining Funp

683-0845

米子市旗ヶ崎2030-2米子食品会館1階

0859-57-5311

ラーメン,丼もの,カレー

ローストビーフ丼等、豊富なメニューです。

FBI DAISEN

689-4101

西伯郡伯耆町小林706

0859-57-3428

喫茶・カフェ,宿泊施設

GON

689-5211

日野郡日南町生山682

0859-82-1249

その他

Harmonie

683-0812

米子市角盤町2丁目46番地

0859-30-3960

日本料理 雲海

683-0824

米子市久米町53-2

0859-36-1116

和食

日本料理 心

683-0802

米子市東福原2-1-1わこうビル1階

0859-38-5656

和食

Korean BBQ ベジとん

683-0804

米子市米原9丁目3番16号

0859-57-8496

その他

LAND ＆ YEARS

683-0061

米子市四日市町44

0859-21-7799

パスタ・イタリアン

ランチ～ディナーまでご来店お待ちしてます

noncafe

683-0804

米子市米原6-1-14 1F

0859-21-8700

喫茶・カフェ

ご家族やご友人、お一人でものんびりして頂きたいカフェです。

O'tyano

683-0001

米子市皆生温泉2-2-8

0859-21-5250

和食,パスタ・イタリアン,うどん,そば,丼もの,スイーツ

日替りランチとケーキのお店です♪

PIZZERIA PENTOLA mamma（ペントラ・マンマ）

683-0823

米子市加茂町2-180国際ファミリープラザ1F

0859-32-6560

パスタ・イタリアン

カジュアルに愉しめるイタリアンダイニング

Smoke＆Brew加賀

683-0816

米子市西倉吉町26-7

070-3641-8690

居酒屋

日本酒とワイン、カウンターの店です。

SO-JU

683-0811

米子市錦町2-3-1

0859-36-0567

パスタ・イタリアン

Tokyo食堂

683-0805

米子市西福原4-9-28

0859-34-3456

その他

yokaichi

683-0043

米子市末広町144

0859-21-8220

米子ニューアーバンホテル

683-0822

米子市中町28番地

0859-23-2211

その他

碧と風

684-0006

境港市栄町94

0859-42-4000

居酒屋

新鮮な魚貝類やこだわりの一品を食べに来て下さい

アトリウムラウンジ

683-0824

米子市久米町53-2

0859-36-1114

喫茶・カフェ

開放感あふれる空間で寛ぎのひとときを。

安喜吉上道店

684-0033

境港市上道町3147

0859-47-1570

居酒屋

おいしい料理とお酒で鳥取をもりあげます！

安喜吉外江店

684-0071

境港市外江町2363-1

0859-30-4885

居酒屋

いこい亭

菊萬

お店からの一言

非日常感満載のカフェ付きキャンプ場です。
カラオケスナック

元気に営業中

フレンチ

旬の食材を使用したフレンチのお店です
旬素材を取り揃えた逸品をお愉しみください
旬の食材をご用意してお待ちしております。

韓国料理

本格的韓国料理が味わえるファミリー居酒屋

フレンチ

米子でフレンチ26年、気軽にお立寄り下さい。

寿司

魚だけではなく、肉寿司もあります。

ホテル内レストラン

地元の皆さまのお店です

683-0001

米子市皆生温泉4丁目27番1号

0859-38-3300

宿泊施設

菊萬に泊まって鳥取の美味しいが当たります。

伊在

683-0065

米子市万能町209

0859-59-9222

居酒屋,和食

全国の日本酒と旬の料理がおすすめです。

和泉

684-0025

境港市本町19

0859-42-3102

和食

朝獲れ地魚の刺身や海鮮丼が人気です！

井谷旅館

689-5212

日野郡日南町霞927-3

0859-82-0050

宿泊施設

山の幸、川の幸をお楽しみ下さい。

683-0065

米子市万能町175 ナガサコビル1F

0859-34-7210

パスタ・イタリアン

先代のローマ仕込みの本場の味を大切にして。

683-0812

米子市角盤町2-11

0859-30-3929

焼肉

東伯和牛専門店です。ご来店をお待ちしてます。

684-0011

境港市相生町16

0859-42-6897

和食,食堂,丼もの

境港で水揚げされた新鮮な魚介類を豊富にとりそろえております。

絵本カフェ「ロワール」

683-0053

米子市明治町213

0859-57-6825

喫茶・カフェ

エンヤキッチン国際ファミリープラザ店

683-0823

米子市加茂町2-180国際ファミリープラザ1F

0859-38-0655

居酒屋,テイクアウト

お座敷個室あり！テイクアウトも大人気！

エンヤサンゴ皆生ホテル店

683-0001

米子市皆生温泉4-21-1皆生ホテル1F

0859-31-6658

居酒屋,テイクアウト

潮風や波の音を感じながらのお食事をぜひ！

大鳳

683-0045

米子市大谷町134-1

0859-39-1100

中華料理,焼肉

中華も焼肉も！ご来店お待ちしています。

大阪王将 米子店

683-0802

米子市東福原1-5-15

0859-38-0321

中華料理

餃子の美味しい中華

沖縄酒場ゆんたく

683-0816

米子市西倉吉町1チェルシービル2F

0859-21-0101

居酒屋

沖縄の料理とお酒が楽しめるお店です。

お好み焼 のぶ

684-0023

境港市京町185-1

0859-57-7170

居酒屋,お好み焼き,テイクアウト

本場広島のお好み焼と旨い日本酒と焼酎有り

御食事処 さかゑや

684-0033

境港市上道町2184-19

0859-42-5400

和食

境港の地魚を美味しく提供しています！

お食事処

684-0052

境港市麦垣町3323-11

0859-21-5210

和食,カレー

海鮮丼、まぐろカツが大人気

お食事処 海堂

684-0046

境港市竹内団地277

0859-21-7070

和食

ミニ水族館、お子様は魚君にエサをあげれる

御食事処

683-0001

米子市皆生温泉4-7-43

0859-22-3687

和食

昼は定食、夜はご予約にて会席料理承ります

689-4503

日野郡日野町根雨460

0859-72-0005

喫茶・カフェ

柱時計の振り子の音聞きながら一ぷくどうぞ

おちらと庵さえき

683-0312

西伯郡南部町福成997-44

0859-66-2004

和食,そば,喫茶・カフェ

隠れ家的な店で静かな一時を

おらほや

689-4121

西伯郡伯耆町大殿1092-2

070-5055-5422

居酒屋,食堂

美味しい牛タン＆豚タンをご賞味ください！

684-0006

境港市栄町40

0859-44-3903

お好み焼き,テイクアウト

みなさまのご来店をお待ちしております

イタリア料理

ピアノピアノ

一張羅
旨いもん市場

海月丸

池田屋

お茶屋

松の江

お好み焼

おがた

長谷川

お食事処

689-4503

日野郡日野町根雨385-1

0859-72-1091

和食,中華料理,食堂

ご来店お待ちしています。

683-0001

米子市皆生温泉4丁目29-10

0859-22-6560

宿泊施設

源泉掛け流しの大浴場と料理自慢の宿

683-0001

米子市皆生温泉4-18-45

0859-33-3531

宿泊施設

日本海と大山を望み、四季彩る特別な空間

皆生つるや

683-0001

米子市皆生温泉2丁目5-1

0859-22-6181

和食,宿泊施設

海鮮ふぐ料理 殿

684-0026

境港市末広町66

0859-44-2929

居酒屋,和食,その他

海鮮れすとらん四季庵米子店

683-0853

米子市両三柳780-1

0859-48-0141

和食

籠乃鶏 大山 角盤町店

683-0812

米子市角盤町2丁目41-3

0859-33-9733

居酒屋

勝田そば

683-0033

米子市長砂町82-1

0859-22-0300

うどん,そば,丼もの

かにじまん（つなとり）

684-0025

境港市本町33番地

0859-42-1520

和食,うどん,そば,丼もの,テイクアウト

カフェ・イン・ザ・パーク

683-0824

米子市久米町53-2

0859-36-1113

その他

カフェアンドベーカリーアプリコ

683-0841

米子市上後藤8-9-23

0859-48-0707

パスタ・イタリアン,喫茶・カフェ

カフェドラペ

683-0801

米子市新開7-5-28

0859-31-0151

喫茶・カフェ

カフェレストピュア

683-0841

米子市上後藤1-8-57

0859-32-1118

その他

皆生

いりえ

菊乃家

皆生グランドホテル

天水

カフェ食堂ろあじ

四季を奏でるさらさの宿皆生つるや
海鮮

日本海の海鮮美味しく食べて頂きます。
ご来店お待ちしております。

風味豊かな地元産石うす挽き手打ちそば
御座敷あります。
洋食

洗練されたシェフ自慢の味をご堪能ください
ランチタイムはパンの食べ放題！
香り高いコーヒーと手作りケーキ、サンドイッチの店

洋食屋

683-0853

米子市両三柳2366-7

0859-31-0156

喫茶・カフェ

皆様の来店を心よりお待ちしております。

カレーハウスCoCo壱番屋

米子皆生店

683-0003

米子市皆生4-6-22

0859-37-5518

カレー

ご来店お待ちしております。

カレーハウスCoCo壱番屋

米子旗ヶ崎店

683-0845

米子市旗ヶ崎6-1-39

0859-24-2880

カレー

喫茶ココナス

683-0061

米子市四日市町129

0859-22-0006

喫茶・カフェ,丼もの,カレー,テイクアウト,その他

喫茶ニコ

689-3124

西伯郡大山町上市300

0858-58-6661

喫茶

キッチン ノスタルジヤ

683-0003

米子市皆生6-7-32川上ビル1階

0859-34-1082

その他

きままや

683-0812

米子市角盤町2丁目76トーアプラザ1F

0859-35-0008

居酒屋

683-0001

米子市皆生温泉1-11-20

0859-33-5770

休暇村 奥大山

689-4424

日野郡江府町御机709-1

0859-75-2300

和食,喫茶・カフェ,テイクアウト

牛骨ラーメン ダドガド

684-0025

境港市本町34-2

0859-42-5050

ラーメン

鳥取と云ったら牛骨ラーメン

くいものや 頓珍漢

683-0812

米子市角盤町2-19

0859-22-0331

居酒屋

まってま～す!!

くいもの屋わん米子駅前店

683-0053

米子市明治町250番地児玉ビル1F

0859-36-6633

居酒屋

完全個室でゆっくりとくつろげるお店です

グッドブレスガーデンサウナ＆ステイ

683-0812

米子市角盤町1-27-2 5階

0859-21-9996

宿泊施設

極上サウナと寛ぎのキャビンステイ

683-0812

米子市角盤町1-27-2 5階

0859-21-9996

居酒屋

進化し続けるメニューをご提供

蔵カフェ宗像

683-0017

米子市宗像264

0859-26-2818

喫茶・カフェ

旬の食材を使って、ご来店お待ちしています。

元気亭。

684-0004

境港市大正町38

0859-42-3551

食堂,丼もの

鮮度の良い海鮮丼やマグロラーメンが人気！

豪円山ロッジ

689-3318

西伯郡大山町大山124

0859-52-2311

焼肉

ジンギスカン食べ放題を満喫して下さい。

こうりん坊米子店

683-0812

米子市角盤町2丁目105-5

0859-34-6788

居酒屋,和食

地元の海の幸と日本酒を堪能できるお店

コートドール

683-0053

米子市明治町149

0859-21-8933

パスタ・イタリアン

生ハムとワインとサンドイッチ

ごっつおらーめん 米子店

683-0812

米子市角盤町3丁目79

0859-21-1702

ラーメン

ご当地グルメの牛骨ラーメンを提供してます

ごはん屋米子三柳食堂

683-0853

米子市両三柳5489

0859-38-7878

和食

お好きなおかずを選んで頂けます。

米蔵－KOMEGURA－

683-0062

米子市紺屋町1番地

0859-21-5666

和食

「五ツ星お米マイスター」のごはん屋

小料理屋 靖乃

683-0009

米子市観音寺新町1-2-17

0859-33-4438

居酒屋

689-3553

西伯郡日吉津村日吉津1160-1

0859-27-7831

スイーツ,その他

684-0025

境港市本町17番地

0859-57-5714

テイクアウト

鳥取の特産品を取りそろえてお待ちしております！

さかな工房

684-0071

境港市外江町2415の4

0859-44-6344

和食

海鮮丼や鯛めし定食など人気があります

さくら

689-3331

西伯郡大山町末吉431-2

090-7916-3440

ラーメン,スイーツ

ラーメン屋が本気で作ったプリンです

桜丸

683-0053

米子市明治町224-1つるだやビル1F

0859-33-5777

居酒屋

地元食材にこだわった手作り料理の炭火居酒屋

683-0812

米子市角盤町1-27-15

0859-34-2534

居酒屋

個室空間で周りを気にせずごゆっくり。

683-0853

米子市両三柳58-3

0859-31-3907

食堂

手づくりのやさしい味が人気です。

683-0812

米子市角盤町2-15

0859-22-7000

居酒屋

刺身・寿司・炉端・天ぷらメインの海鮮居酒屋

三代目網元魚鮮水産米子駅前店

683-0053

米子市明治町140米子駅前パーキングビル2F

0859-38-8811

居酒屋

境港から仕入れた魚は絶品地酒もあります!!

地魚料理 恵比須

689-3211

西伯郡大山町御来屋29-4

0859-54-5522

和食,食堂

四季折々の地魚が食べられるお店です。

四川担担麺

683-0801

米子市新開5丁目8-37

0859-59-9139

ラーメン

イチ押しは、汁なし担担麵！！

683-0812

米子市角盤町1-30GBG1階

0859-46-0777

中華料理

本場四川中華の味を堪能できるいい雰囲気のお店です。

683-0812

米子市角盤町4丁目94

0859-23-6660

和食

和食とかにと鳥取和牛が食べられるお店

キャリー

リー

皆生店

グッドブレスガーデンサウナ＆ステイ

サーティワンアイスクリーム
境港おかき専門店

酒恵浪漫亭

イオンモール日吉津

旨くてお手あげ屋

凡

さわ食堂
山陰海鮮

炉端かば

米子角盤町店

虎嘯

四川中華GOCHI
しゃぶしゃぶ・寿司・和食

食事処

海王

メニュー豊富なカレーを食べて下さい。
定食

手づくりで家庭の味の定食です
駅舎café！大山時間をお楽しみ下さい

洋食

お気軽にご来店下さい
我が家のように気楽に気軽に過ごせる店です

パスタ・イタリアン,うどん,そば,食堂,喫茶・カフェ,丼

幅広いメニューを揃えてお待ちしております

もの,スイーツ,カレー,テイクアウト
宿泊・レストラン

アイスクリーム

標高920ｍ山に囲まれたオアシス銭ヶ成

ご来店お待ちしてます！

683-0802

米子市東福原4丁目22-16

0859-21-0831

その他

しゃぶしゃぶと海鮮炉端かば伯耆町店

689-4121

西伯郡伯耆町大殿583-1

0859-57-9583

居酒屋

しゃぶしゃぶ温野菜米子店

683-0824

米子市久米町146

0859-31-2488

和食

しゃぶしゃぶ処あん庵

689-3553

西伯郡日吉津村日吉津1160-1イオン日吉津SC西館1F

0859-27-6788

和食

酒菜

683-0812

米子市角盤町2-63-2

0859-37-2366

和食

683-0001

米子市皆生温泉3-1-28

0859-33-4867

食留芽

683-0823

米子市加茂町1-6

0859-32-3000

和食

四六時中 イオンモール日吉津店

689-3553

西伯郡日吉津村日吉津1160-1

080-7431-3576

食堂

寿司みなと 旗ヶ崎店

683-0845

米子市旗ヶ崎7-13-6

0859-24-1366

和食

地魚を使った回転寿司です。

すなば珈琲お菓子の壽城店１F

689-3425

米子市淀江町佐陀1605-1

0859-21-4649

喫茶・カフェ

お菓子の城壽城の中にあります

すなば珈琲お菓子の壽城店2F

689-3425

米子市淀江町佐陀1605-1

0859-21-4649

食堂、喫茶・カフェ

大山を眺めながら食事が出来ます

すなば珈琲水木ロード店

684-0005

境港市松ヶ枝町33

0859-21-4647

喫茶・カフェ

水木しげるロードじげの物産店の隣にあります

炭火焼肉屋さかい米子米原店

683-0804

米子市米原9丁目7-756-3

0859-38-0760

焼肉

創作ダイニング ファン・ミール

683-0065

米子市万能町173

0859-30-2361

パスタ・イタリアン,その他

そば処

盛屋

683-0804

米子市米原9丁目3-20東亜青果内

そば処

門所

桔梗屋

食事処

島原

鍋

地元の旬な野菜や、お肉、地場のお酒をモチーフとしたお店。一人一鍋で、

しゃぶしゃぶ旬菜アトリエ

時間をかけてゆっくりとお食事できます。
たくさんのご来店お待ちしおります

旬の山陰食材を活かした日本料理を是非！
居酒屋メニューで落ち着いて飲食出来るレトロなお店です。
山陰の海山の幸が堪能できます

美味しい焼肉を気軽にお楽しみ下さい！！
洋食

洋食を中心とした創作料理のお店です

そば

683-0201

西伯郡南部町天萬1234

0859-64-2259

そば

そば処井田農園

689-4133

西伯郡伯耆町吉長223ｰ15

080-6244-0411

そば

そば道場たたらや

689-4503

日野郡日野町根雨679-1

0859-72-2261

そば

ミシュランガイドブック掲載店です

大山黒牛処 強小亭

683-0812

米子市角盤町1-60-11

0859-30-2989

焼肉

肉質日本一を獲得した大山黒牛の専門店

大山参道市場

689-3318

西伯郡大山町大山23-1

0859-52-0620

喫茶・カフェ,スイーツ,カレー,テイクアウト

お店の周辺から見える夕日がとても綺麗です。ぜひ足をお運び下さい。

大山時間Shop

689-3318

西伯郡大山町大山116番地5

0859-57-9083

喫茶・カフェ

大山参り名物「権現団子」、ジェラートがおすすめ

大山乗馬センター

689-3319

西伯郡大山町赤松2459-130

0859-53-8211

喫茶・カフェ

大山まきばみるくの里

689-4101

西伯郡伯耆町小林2-11

0859-52-3698

焼肉,テイクアウト,その他

大山ユートピア

689-3318

西伯郡大山町大山36-17

0859-52-2437

食堂,テイクアウト

まごころ手づくり料理、秋には天然きのこも

タリーズコーヒー東福原店

683-0802

米子市東福原6丁目12-40

0859-36-6600

喫茶・カフェ,テイクアウト

ツタヤ東福原店内にありドライブスルー完備

ちとせ

683-0812

米子市角盤町4丁目84

0859-34-3086

焼肉

中華料理 燕京

683-0003

米子市皆生5丁目14-84

0859-34-0063

中華料理

中国料理

683-0812

米子市角盤町2-58

0859-33-1675

中華料理

チロル＆白樺

689-3318

西伯郡大山町大山39-2

0859-52-2818

喫茶・カフェ,丼もの,カレー

鉄板ふくもと

683-0804

米子市米原1454-9

0859-30-4964

その他

天津飯店

683-8510

米子市西福原2-1-10 米子しんまち天満屋4F

0859-35-1404

中華料理

セットメニュー・定食・単品充実しています

トイズキッチンカフェ

683-0816

米子市西倉吉町57笑い庵1階

0859-35-5383

喫茶・カフェ

コーヒーと食事が出来る町屋カフェ

東京田園調布

683-0812

米子市角盤町2-15

0859-21-3000

和食

「秘伝のたれ」で焼き上げた国産うなぎが看板料理です！！

虎串

683-0812

米子市角盤町3-9

0859-23-0349

和食

しゃぶしゃぶ、すきやき、もつ鍋、串揚げ専門店です。

トラットリア 富の巣

683-0815

米子市東倉吉町68木村ビル1F

0859-36-8925

パスタ・イタリアン

和食器で味わう創作イタリアン

トラットリア ラ・リーベラ

683-0067

米子市東町119-2

0859-34-9237

イタリアン

とり料理 さんぽう

683-0812

米子市角盤町1丁目72

0859-22-5850

その他

とり料理専門店

とんかつ繁昌亭

新開店

683-0801

米子市新開2-1-3

0859-31-5710

その他

とんかつ

専門店のとんかつを是非ご賞味ください

とんかつ繁昌亭

道笑町店

683-0064

米子市道笑町4-134-2

0859-23-1818

その他

とんかつ

専門店のとんかつを是非ご賞味ください

とん楽両三柳店

683-0853

米子市両三柳5383-1

0859-35-3225

居酒屋,焼肉,ラーメン,テイクアウト

長浜・牛骨ラーメン/豚焼肉/一品メニュー

なごみ茶屋八光

689-3303

西伯郡大山町所子254-1

0859-53-3053

食堂

大山どり親子丼、カツ丼（鳥取県産豚）、定食他

菜単

683-0805

米子市西福原2-1-38

0859-31-0310

中華料理

本場中国式手打ちラーメンです

菜なや

683-0001

米子市皆生温泉4丁目1-20

0859-33-3677

お好み焼き,宿泊施設

店は小さいけれど感染対策はしっかりやってますので安心して来て下さい。

肉道楽 いろは

684-0026

境港市末広町118

0859-44-3881

焼肉,食堂

品質本位！お肉はオーダースライスで新鮮。

ののや

683-0067

米子市東町214 2階

0859-22-5115

和食,食堂

白鳳の里

689-3411

米子市淀江町福岡1548-1

0859-56-6798

その他

はちまん茶屋

684-0072

境港市渡町2741

0859-45-5775

和食,うどん,そば,食堂,丼もの

石臼挽きの手打ち蕎麦と和食のお店です

はなまるうどん米子夜見町店

683-0851

米子市夜見町2936-2

0859-24-8870

うどん

はなまるで満腹、キャンペーンで満喫

桃園

うなぎ圓

美味しい手打ちそばをお楽しみ下さい

馬を眺めながら、ランチを楽しめるお店です。
洋食レストラン

洋食レストランとBBQコーナーがあります

全室個室でテレビ付です。

鉄板焼

和牛ステーキ中心の鉄板焼のお店です。

地元食材をたくさん味わえるイタリア料理店

BBQ

地元大山町産のがいな鶏や県産の地鶏等県産食材にこだわったとり料理の専
門店です。

BBQで夏満喫！

定休日 月

華水亭

683-0001

米子市皆生温泉4-19-10

0859-33-0001

ビアホフ ガンバリウス

689-4108

西伯郡伯耆町丸山1740-30

0859-39-8033

日帰り温泉

オーシャン

宿泊施設

おもてなしの気持ちを込めた海辺の理想郷。

パスタ・イタリアン,食堂,喫茶・カフェ,スイーツ,カ

大山Gビールとこだわりの料理が味わえる店

レー,テイクアウト

683-0801

米子市新開3丁目2番46号

0859-23-0303

ビストロ・ド・スズキ

683-0826

米子市西町90-3

0859-22-6080

その他

フランス料理

ビッグボーイ

683-0055

米子市冨士見町2丁目152

0859-37-5363

その他

ハンバーグ・ステーキ

689-4503

日野郡日野町根雨397

0859-72-0216

居酒屋,ラーメン,うどん,食堂

689-4213

西伯郡伯耆町金屋谷1801

0859-62-7577

ラーメン,食堂,丼もの,カレー,テイクアウト

ふるさと日南邑

689-5662

日野郡日南町神戸上2962-1

0859-83-1188

食堂,その他

ホームランド多里

689-5224

日野郡日南町多里783-10

0859-84-0246

食堂

ご来店お待ちしています。（休）水曜日

まいもんやかっぱ

683-0043

米子市末広町168

0859-30-3803

居酒屋

お一人様からでも気軽に入れるお店です

マカロニ食堂

683-0061

米子市四日市町46

0859-30-2955

パスタ・イタリアン,テイクアウト

薪窯で焼く本格ナポリピッツァのお店です。

松涛園

689-3211

西伯郡大山町御来屋497

0859-54-2611

和食,テイクアウト

ミスター・バーク米子上福原店

683-0004

米子市上福原２丁目-1-2

0859-38-3501

その他

道の駅奥大山

689-4431

日野郡江府町佐川908-3

0859-75-3648

麦笛たまき 米子店

683-0801

米子市新開二丁目1331番2号

0859-38-1245

うどん,そば

メゾンドキュー

683-0812

米子市角盤町1丁目141

0859-37-5780

その他

麺や

銀乃助

689-3514

米子市尾高2773-3

0859-57-7347

ラーメン

麵屋やまもと

684-0013

境港市朝日町66

0859-42-2408

モスバーガー境マリーナ店

689-0045

境港市高松町1384-12

0859-45-6008

その他

モスバーガー

待たずに買えるネット注文が便利です。

モスバーガー米子皆生通り店

683-0802

米子市東福原３－８－９

0859-33-8871

その他

モスバーガー

待たずに買えるネット注文が便利です

モスバーガー米子内浜店

689-0845

米子市旗ヶ崎７－１０－２３

0859-24-5888

その他

モスバーガー

待たずに買えるネット注文が便利です。

弥栄

683-0053

米子市明治町196

0859-21-5645

居酒屋

美味しい天ぷら、お酒を是非!!

683-0001

米子市皆生温泉4丁目26-18

0859-49-5235

焼鳥

大山どりのやきとりと地酒が多数あります。

やきとり大吉 皆生通り店

683-0802

米子市東福原3-8-21

0859-33-2850

居酒屋

アットホームでやっています。

やきとり大八

683-0804

米子市米原8-13-23

0859-22-9501

焼鳥

紀州備長炭で焼いてます。

焼肉 韓国料理 がんばりや

683-0812

米子市角盤町1丁目146-4

0859-35-3550

焼肉

新鮮なお肉、ご来店お待ちしています

焼き肉 黒

683-0812

米子市角盤町2丁目120-3

0859-30-2949

焼肉

米子市中心部にある全室個室の焼肉店です

683-0804

米子市米原5丁目10-15

0859-32-0020

焼肉

オーダーバイキング形式の本格焼肉店！

焼肉＆グルメバイキングかたおか米子店

683-0003

米子市皆生4-6-40

0859-31-2929

焼肉

精肉店直営の焼肉食べ放題店です。

焼肉味平

683-0103

米子市富益町118-3

0859-28-8953

焼肉

毎月29日は牛タン、上カルビ550円！！

焼肉一八

683-0813

米子市朝日町58

0859-33-9161

焼肉

気軽にお越しいただける焼肉店です

焼肉きむら朝日町支店

683-0813

米子市朝日町34-1

0859-31-8060

焼肉

当店自慢の鳥取和牛のハラミをぜひ!!

焼肉飯店 ふるさと

689-3553

西伯郡日吉津村日吉津32-4

0859-27-4711

焼肉

焼肉ホルモン金肉

683-0846

米子市安倍184

0859-21-1329

焼肉

お子様プレート始めました。300円

焼肉ホルモンだんだん

683-0053

米子市明治町140

0859-21-4787

焼肉

ご来店お待ちしています。

やど紫苑亭

683-0001

米子市皆生温泉4-6-12

0859-21-7277

宿泊施設

山の宿

689-3318

西伯郡大山町大山144-3

0859-52-2516

その他

宿泊施設

森林浴でリフレッシュ！

689-3553

西伯郡日吉津村日吉津1026-1

0859-37-1011

和食,その他

海鮮丼

魚屋の海鮮丼を是非ともお召し上がり下さい！

683-0846

米子市安倍43-1

0859-29-1284

横浜家系ラーメン吉岡家 米子錦町店

683-0811

米子市錦町3丁目148-2

0859-30-2230

ラーメン

中太麺に絡むクセになる家系まろ濃ラーメン

淀江ゆめ温泉 白鳳の里

689-3411

米子市淀江町福岡1547

0859-56-6801

食堂

温泉と食事で身も心もおなかも満たされよう

喜魚料理

683-0063

米子市法勝寺町29-2

0859-33-0418

和食

ラーメン 大和

683-0036

米子市弥生町1

0859-33-7857

ラーメン

食べて泊まって元気な夏を過ごしましょう

らーめん大學

683-0011

米子市福市1581-5

0859-26-4777

ラーメン

北海道みそ・鳥取牛骨あなたならどっち？！

ラーメンばんらい

683-0053

米子市明治町228

0859-33-0202

ラーメン

鳥取県のソウルフード、牛骨ラーメン

ラーメン日の丸

683-0845

米子市旗ヶ崎2-13-29

0859-22-9858

ラーメン

おすすめは半チャンラーメンです。

拉麺屋 神楽 境港店

684-0045

境港市高松町1482-10

0859-21-7337

ラーメン

とんこつをはじめ、各種取り揃えてます

拉麺屋 神楽 米子店

683-0003

米子市皆生4丁目11-35

0859-31-2130

ラーメン

とんこつをはじめ、各種取り揃えてます

米子富士見店

ひばり食堂
ファーマーズレストラン

やきとり

焼肉

大山望

お食事処なないろ樫

葵屋

たいへい門

米子店

中の原ぎんれい

山芳亭
洋食厨房

舶来亭

藤吉郎

時間を忘れ、ココロで感じる特別空間。海の見えるレストランも大人気！！
フランス料理のレストランです

昔ながらの地元に愛される飲食店です。
鳥取和牛が食べれるお店。新鮮サラダバーも充実！！
宿泊

自然に囲まれ、夜空の満天の星が輝く日南邑

会席、皿盛、お弁当等ご予算に応じて承ります。
ステーキ・ハンバーグ

和食,中華料理,ラーメン,そば,食堂,喫茶・カフェ,ス

皆様のご来店お待ちしております
素材と味に自信アリ！！安全安心な地元グルメをどうぞ！！

イーツ,カレー,テイクアウト

あの味、あのとき、いつも たまき
フランス料理

季節の素材を使った料理をお楽しみ下さい
3日間煮込んだスープの絶品牛骨ラーメン
製麺所直営！コシのあるうどん・そばが特徴

1日10組限定のプライベート空間の宿。

ハンバーグが大人気のお店です

ラーメン悟空

689-3403

米子市淀江町西原1096-3

0859-56-4266

ラーメン

ラーメン工房 しのぎ屋

689-3423

米子市淀江町小波1087-2

0859-56-6630

ラーメン

ランチサークルおひさま

684-0076

境港市夕日ケ丘1-360

090-4650-8963

和食,喫茶・カフェ,テイクアウト,その他

リストランテ天空

689-4213

西伯郡伯耆町金屋谷2-1

0859-48-6002

パスタ・イタリアン

オープンキッチンで作られるモダンイタリアン

料理・宴会

689-3114

西伯郡大山町田中614-1

0858-58-2177

和食,テイクアウト

予約限定で地の物を手作り中心にやってます

683-0001

米子市皆生温泉4-24-21

0859-22-3210

宿泊施設

689-4503

日野郡日野町根雨161-1

0859-72-1119

焼肉,ラーメン,その他

レストラン アザレアコート

683-0853

米子市両三柳1400番地

0859-24-3114

レストラン ル・ポルト

683-0043

米子市末広町294番地

0859-35-8166

その他

洋食

レストランBuono！Buono！

683-0001

米子市皆生温泉1-18-1

0859-31-8111

その他

洋食

レストラン花回廊

683-0217

西伯郡南部町鶴田110とっとり花回廊内

0859-48-3030

和食

ロッヂ・サノ

689-3318

西伯郡大山町大山145-1

0859-52-2292

その他

炉端焼き

683-0053

米子市明治町223

0859-21-5988

居酒屋

炉端留味庵

683-0041

米子市茶町52

0859-32-0021

居酒屋

湧くわく天然温泉ラピスパ

689-3402

米子市淀江町淀江2-38

0859-56-1111

食堂,テイクアウト

和食garden 琥珀月

683-0006

米子市車尾3丁目5-1022

0859-21-5897

和食

和処

もりた

旅館三井
ルートサイド

竹の子村

家富良

五季

昔ながらの素朴なラーメン店です
穀物菜食料理

雑穀をメインにした穀物菜食の手作り料理

昭和レトロを満喫して下さい。
寿し

和食,パスタ・イタリアン,食堂,喫茶・カフェ,スイーツ,

あっさりした味のスープで懐かしい味わいのラーメン・チャンポンです。予
約で寿しや焼肉もあります。
3世代で楽しめる憩いのレストランです。

カレー,テイクアウト

おーゆ・ランド館内にあるレストランです！
地元食材にこだわったとっておきをどうぞ！

宿泊施設

お越しをお待ちしております。
炉端焼きとお寿司が自慢のお店です。

種類豊富なメニューはボリュームも満点！！

683-0841

米子市上後藤6-11-52

0859-21-0552

和食

無料で選べる季節の味ご飯がオススメです。

河内屋

683-0067

米子市東町216

0859-31-5170

居酒屋

リーズナブルでアットホームなお店です

海辺の山小屋しぇ▪あん

683-0102

米子市和田町3439-5

0859-28-6966

食堂,喫茶・カフェ,スイーツ,テイクアウト

手作り料理、スイーツでお待ちしています。

海陽亭境港店

684-0034

境港市昭和町9-5

0859-30-4500

食堂、和食、丼もの

朝とれ魚の海鮮料理を是非ご賞味ください

和食,中華料理,ラーメン,うどん,そば,丼もの,カレー,テ

吉良常総本店

684-0056

境港市幸神町188

0859-45-3460

喫茶・カラオケありがとう

683-0805

米子市西福原 1ー3ー22

0859-33-3736

喫茶・カフェ

カラオケもあります。楽しく歌いましょう

喫茶ピアス

684-0002

境港市弥生町171

0859-44-1284

食堂,喫茶・カフェ

サイフォンで淹れる珈琲です

宮本旅館

689-3318

西伯郡大山町大山43

0859-52-2146

そば,宿泊施設

牛角米子しんまち店

683-0805

米子市西福原2-1-1

0859-38-4129

焼肉

居酒屋がく

683-0812

米子市角盤町1-27-9

0859-31-0234

居酒屋

従業員一同心よりお待ちしております！

居酒屋招福

683-0053

米子市明治町199

0859-21-4144

居酒屋

日本海の海の幸、中国山地の山の幸をご用意

居酒屋太平記

683-0053

米子市明治町271名島ビル1階

0859-32-3040

居酒屋

50種類の地酒、山陰の新鮮な魚をご用意し

串揚げ串坊主

683-0067

米子市東町214

0859-35-3501

居酒屋,和食

要予約

酒房

683-0055

米子市冨士見町2-156 1F

080-3288-0193

居酒屋

就労継続支援B型事業所江美の郷内エミーズカフェ

689-4403

日野郡江府町久連7番地

0859-72-3210

喫茶・カフェ,テイクアウト,その他

松涛園

683-0001

米子市皆生温泉4-25-15

0859-22-3107

宿泊施設

千成ひょうたん

焼きもんや

せんべろ

無頓着

ボリュウム満天な定食が種類豊富にあります

イクアウト

フレンチシェフの創作フレンチ居酒屋！
手作りパン・クッキー等

癒しの空間で手作りパンと珈琲が楽しめます

683-0841

米子市上後藤2丁目9-36野村マンション1F

0859-32-0032

居酒屋

珍しいお肉有ります!クセを楽しむお店。

焼肉

うえば

683-0812

米子市角盤町2-19

0859-35-8129

焼肉

ご来店をお待ちしております。

焼肉

ちから

683-0804

米子市米原2-3-22

0859-33-8271

焼肉

焼肉

喜多八

689-3543

米子市蚊屋２００－３５

0859-27-0268

焼肉

個室完備でゆっくりお食事できます。

新来軒

684-0001

境港市清水町781

0859-44-2423

中華料理

エビの卵とじご飯が人気です

炊きたて屋

689-4121

西伯郡伯耆町大殿982-1

070-7119-7329

食堂

大漁丸みなとさかい店

684-0004

境港市大正町215番地みなとさかい交流館1Ｆ

0859-44-5522

和食,テイクアウト,その他

回転寿司

納得、満足、境港の新鮮鮮魚は大漁丸！

大漁丸境港本店

684-0046

境港市竹内団地280-1

0859-45-0788

和食,テイクアウト,その他

回転寿司

納得、満足、境港の鮮魚は大漁丸！

中華食堂満福

683-0805

米子市西福原7-14-22

0859-34-9898

中華料理,ラーメン,テイクアウト

一緒に働く仲間、アルバイト募集中‼️

日々の糧

683-0053

米子市明治町197ホテル真田2F

0859-34-3773

喫茶・カフェ,テイクアウト

玄米ご飯と野菜料理で体と心をリフレッシュ

日野病院食堂

689-4504

日野郡日野町野田332

0859-72-2715

食堂

八剣伝 境港海岸通り店

684-0011

境港市相生町3番地 長生ビル 1F

0859-47-4715

居酒屋

渾身の炭火やきとり全品110円！

芙蓉別館

683-0001

米子市皆生温泉3丁目14-10

0859-34-0009

宿泊施設

8階展望大浴場の温泉が自慢です。

福福

683-0841

米子市上後藤2丁目9-36

0859-33-5011

居酒屋

683-0053

米子市明治町140米子駅前パーキングビル1F

0859-34-3618

居酒屋

米子の居酒屋

庄屋

日替わり定食あります。

米子の老舗居酒屋！お待ちしております。

蓬莱

689-5211

日野郡日南町生山734

0859-82-0007

中華料理

味処 四季

689-4504

日野郡日野町野田277-8

0859-72-1586

食堂

チャンポン大人気!!ぜひ御来店下さい!

夢みなとタワータワーズカフェ

684-0046

境港市竹内団地255-3

0859-47-3800

喫茶・カフェ

海を眺めながらのんびりお過ごしください。

弥山荘

689-3318

西伯郡大山町大山116

0859-52-2948

和食,そば,宿泊施設

自家栽培の米、野菜を使用

愿屋

683-0812

米子市角盤町2-61

0859-46-0835

そば

683-0853

米子市両三柳2300-1

0859-57-3400

居酒屋,和食,焼鳥,ラーメン,丼もの,テイクアウト

683-0063

米子市法勝寺町２２善五郎蔵

0859-36-2656

その他

籠乃鶏大山
鮨とざき

三柳店

寿司

江戸前鮨店。全国の旬をお届けします。

